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和書
ふしぎ？びっくり！ニッポン美術たんけん 第３巻

江戸時代〜近代
辻惟雄監修 日本図書センター ２０１４．４ 702.1/F96N/3 9110539319

和書 熱闘！（バトルロイヤル）日本美術史 辻惟雄著 新潮社 ２０１４．１１ 702.1/TS41B/ 9110531339

和書
日本美術全集 １４

若冲・応挙、みやこの奇想
辻惟雄編集委員 小学館 ２０１３．２ 708/N71S/14 9110512020

和書
若冲になったアメリカ人

ジョー・Ｄ・プライス物語
ジョー・Ｄ．プライス著 小学館 ２００７．６ 721.025/P93J/ 9110465850

和書 江戸の絵を愉しむ 榊原悟著 岩波書店 ２００３．６ 721.025/SA31E/ 9110359491

和書 江戸の絵師「暮らしと稼ぎ」 安村敏信著 小学館 ２００８．９ 721.025/Y65E/ 9110427143

和書 日本の障壁画　江戸編 真保亨編 毎日新聞社 １９７９ 721.08/SH59N/3 9110303342

和書 もっと知りたい長沢蘆雪 金子信久著 東京美術 ２０１４．１２ 721.6/N22K/ 9110531473

和書 長沢芦雪 千変万化のエンターテイナー 狩野博幸監修 平凡社 ２０１１．４ 721.6/N22N/ 9110489772

和書 墨絵の譜 日本の水墨画家たち ２ 小林忠著 ぺりかん社 １９９２．３ 721/KO12S/2 9110134428

和書 近世日本の絵画 京都国立博物館編 同朋舎出版 １９８６．６ G721.025/KI46D/ 9110431600

和書 江戸絵画 木村定三コレクション 愛知県美術館 ｃ２００６ T721.025/E24A/2006 9110447816

和書 三都画家くらべ 京、大坂をみて江戸を知る 府中市美術館編集 府中市美術館 ２０１２．３ T721.025/SA67F/2012 9110524479

和書 応挙と芦雪 天才と奇才の師弟 ［円山応挙画］
読売新聞大阪本社

奈良県立美術館
ｃ２００６ T721.6/MA59N/2006 9110425167

和書 若冲と京の画家たち ［伊藤若冲ほか画］ 静岡県立美術館 ２００５．２ T721/J16S/2005 9110524460

雑誌 芸術新潮　２０００年６月号 新潮社 //

和書 新編名宝日本の美術 ２７ 若冲・蕭白 小学館 １９９１．１２ 702.1/SH69S/27 9110362011

和書 辻惟雄集 ５ 又兵衛と山雪 辻惟雄著 岩波書店 ２０１４．５ 702.1/TS41T/5 9110515451

和書 辻惟雄集 6 若冲と蕭白 辻惟雄著 岩波書店 ２０１４．９ 702.1/TS41T/6 9110515611

和書 奇想の系譜　［新版］ 辻惟雄著 ぺりかん社 １９８８．６ 721.02/TS41K/ 9110026369

和書 奇想の図譜 辻惟雄著 平凡社 １９８９．６ 721.02/TS41K/ 9110079774

和書 もっと知りたい曾我蕭白 狩野博幸著 東京美術 ２００８．４ 721.3/SO25K/ 9110473825

和書 無頼の画家曾我蕭白 狩野博幸著 新潮社 ２００９．１ 721.3/SO25K/ 9110476540

和書 異能の画家伊藤若冲 狩野博幸ほか著 新潮社 ２００８．１ 721.4/I89I/ 9110424268

和書 若冲 辻惟雄［著］ 講談社 ２０１５．１０ 721.4/I89T/ 9110548990

和書
京狩野三代生き残りの物語

山楽・山雪・永納と九条幸家
五十嵐公一著 吉川弘文館 ２０１２．１２ 721.4/KA58I/ 9110502524

和書 岩佐又兵衛 浮世絵をつくった男の謎 辻惟雄著 文藝春秋 ２００８．４ 721.8/I96T/ 9110473450

和書 もっと知りたい歌川国芳 悳俊彦著 東京美術 ２００８．３ 721.8/U96I/ 9110424230

和書 国芳 岩切友里子著 岩波書店 ２０１４．９ 721.8/U96I/ 9110511040

和書 歌川国芳 奇と笑いの木版画 歌川国芳［画］ 東京美術 ２０１５．３ 721.8/U96U/ 9110532837

和書 若冲と江戸絵画 プライスコレクション ［伊藤若冲ほか画］ 日本経済新聞社 ２００６．７ T721.08/J16A/2007 9110463542

和書 蕭白ショック！！ 曾我蕭白と京の画家たち 曾我蕭白［ほか画］
美術館連絡協議会

読売新聞社
２０１２．４ T721.3/SO25C/2012 9110501563

和書
曾我蕭白 無頼という愉悦

円山応挙が、なんぼのもんぢゃ！
曾我蕭白［画］ 京都国立博物館 ２００５．４ T721.3/SO25K/2005 9110449561

和書 若冲ワンダーランド ［伊藤若冲ほか画］ ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵＭ ２００９．９ T721.4/I89M/2009 9110496759

和書 岩佐又兵衛 伝説の浮世絵開祖 岩佐又兵衛［画］ 千葉市美術館 ２００４．１０ T721.8/I96C/2004 9110473941

和書
歌川国芳

奇想天外－江戸の劇画家国芳の世界
歌川国芳［画］ 青幻舎 ２０１４．３ T721.8/U96K/2014 9110508214

ＤＶＤ 日本の美術７ 伊藤若冲
ＮＨＫ

エンタープライズ
２００６．１１

和書 大乗寺 改訂版 至宝，円山応挙とその一門 円山応挙［ほか画］ 国書刊行会 ２０１３．２ 721.6/D19K/ 9110527686

和書 もっと知りたい円山応挙 樋口一貴著 東京美術 ２０１３．３ 721.6/MA59H/ 9110527695

和書 円山応挙 日本絵画の破壊と創造 金子信久監修 平凡社 ２０１３．４ 721.6/MA59M/ 9110528530

和書 円山派下絵集 ５屛風・襖絵 高井琮玄編 光村推古書院 １９９７．１１ 721.6/MA59M/5 9110267934

和書 対決巨匠たちの日本美術 東京国立博物館編 朝日新聞社 ２００８．７ T702.1/TA22T/2008 9110475507

和書 描き継ぐ日本美 円山派の伝統と発展 宮内庁 ２０１２．９ T721.6/E28K/2012 9110530000

和書 円山応挙展 江戸時代絵画　真の実力者 円山応挙［画］
円山応挙展

実行委員会
ｃ２０１３ T721.6/MA59A/2013 9110529143

和書 円山応挙 「写生」を超えて 円山応挙［画］ 根津美術館 ２０１６．１１ T721.6/MA59N/2016 9110558047

和書
円山応挙と四条派

相国寺・鹿苑寺・慈照寺所蔵作品を中心に
円山応挙［ほか画］

北日本新聞社

富山県水墨美術館
ｃ２０１４ T721.6/MA59T/2014 9110538035

ＤＶＤ 日本の美術８ 円山応挙
ＮＨＫ

エンタープライズ
２００６．１１

長沢芦雪

奇想の画家たち　（伊藤若冲・曽我蕭白・岩佐又兵衛・狩野山雪・歌川国芳）

円山応挙
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和書 江戸のバロック 谷川渥監修 河出書房新社 ２０１５．１２ 702.15/E24K/ 9110545782

和書 花鳥山水の美 桃山 江戸美術の系譜 土居次義著 京都新聞社 １９９２．１１ 721.02/D83K/ 9110147622

和書 江戸の絵を読む 小林忠著 ぺりかん社 １９８９．７ 721.02/KO12E/ 9110112574

和書 線で読み解く日本の名画 安村敏信著 幻戯書房 ２０１５．７ 721.02/Y65S/ 9110536148

和書 江戸絵画入門 驚くべき奇才たちの時代 河野元昭監修 平凡社 ２００７．１２ 721.025/E24H/ 9110469386

和書 旅する江戸絵画 金子信久著 ピエ・ブックス ２０１０．１０ 721.025/KA53T/ 9110487651

和書 江戸絵画万華鏡 榊原悟著 青幻舎 ２００７．１１ 721.025/SA31E/ 9110468342

和書 すぐわかる画家別近世日本絵画の見かた 安村敏信著 東京美術 ２００５．９ 721.025/Y65S/ 9110445526

和書 江戸の人物画 府中市美術館編集 府中市美術館 ２０１１．３ T721/E24F/2011 9110527102

和書 襖 むしゃこうじみのる著 法政大学出版局 ２００２．１２ 524.8/MU84F/ 9110328619

和書 すぐわかる日本の絵画　改訂版 守屋正彦著 東京美術 ２０１２．１１ 721.02/MO72S/ 9110523990

和書
屛風をひらくとき

どこからでも読める日本絵画史入門
奥平俊六著 大阪大学出版会 ２０１４．３ 721.02/O54B/ 9110507941

和書 屛風絵の景色を歩く 榊原悟執筆 新潮社 １９９７．５ 721.08/SA31B/ 9110240681

和書 屛風 ＮＨＫ「美の壺」制作班編 日本放送出版協会 ２００８．１０ 721/B99N/ 9110429200

和書 すぐわかる寺院別障壁画の見かた 宮元健次著 東京美術 ２００８．１１ 721/MI77S/ 9110429219

和書 障壁画史 水尾比呂志著 美術出版社 １９７８ 721/MI96S/ 9110025586

和書 ザ・屛風 それは古くて新しい 富山県水墨美術館編集 富山県水墨美術館 ｃ２０１４ T721/Z1T/2014 9110536540

和書 江戸の動植物図 知られざる真写の世界 朝日新聞社編 朝日新聞社 １９８８．１０ 721.02/E24A/ 9110087702

和書 日本人の動物画 古代から近代までの歩み 中野玄三著 朝日新聞社 １９８６．３ 721.02/N39N/ 9110087631

和書
京の絵手本 円山四条派の画法　下

野菜・動物・魚介／習画帖篇
松尾芳樹著 日貿出版社 １９９５．１０ 724.1/MA85K/2 9110225504

和書
人気作家に学ぶ日本画の技法 9

竹内浩一「動物」を描く
同朋舎出版 １９９４ 724.1/N76D/9 9110250070

和書 動物の描き方 ジャック・ハム［著］
建帛社（発売）

嶋田出版
１９７９ 724.58/H26D/ 9110484892

洋書 Ｔｈｅ　ａｒｔ　ｏｆ　ａｎｉｍａｌ　ｄｒａｗｉｎｇ
ｂｙ　Ｋｅｎ　Ｈｕｌｔｇｒｅ

ｎ

Ｄｏｖｅｒ

Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ
１９９３ 724.58/H98A/ 9120116862

和書 生き物の描き方 自然観察の技法 盛口満著 東京大学出版会 ２０１２．１２ 724.58/MO48I/ 9110525055

和書 美術のためのシートン動物解剖図
アーネスト・トンプソン・シー

トン著
マール社 １９９７．６ 724.58/SE93B/ 9110241689

和書 動物デッサンの基本 宮永美知代著 ナツメ社 ２０１３．１０ 725/MI79D/ 9110504977

和書 名画動物園 近現代動物画の精華 増井光子監修 勉誠出版 ２００６．１０ 720.8/ME24B/ 9110460282

和書 竜の本 土屋礼一著 ビジョン企画出版社 ２００２．４ 721.04/TS32R/ 9110325869

和書 日本の図像 鳥獣虫魚 ピエ・ブックス ２００８．８ 721/N71P/ 9110427751

和書 武家と玄関 虎の美術 名古屋城総合事務所編集
名古屋城特別展

開催委員会
２０１０．９ T721.02/B87N/2010 9110496365

和書 大橋翠石 日本一の虎の画家 大橋翠石〔画〕 神戸新聞社 ２００８．１０ T721.9/O28T/2008 9110475418

和書 龍虎召喚！ 水墨で描かれた霊獣たち 富山県水墨美術館編集 富山県水墨美術館 ｃ２０１５ T721/R98T/2015 9110549262

和書
とら・虎・トラ

甲子園の歴史と日本画における虎の表現
西宮市大谷記念美術館編集 西宮市大谷記念美術館 ｃ２０１３ T721/TO66N/2013 9110514632

和書 日本美術史 山下裕二監修 美術出版社 ２０１４．４ 702.1/N71B/ 9110510141

和書 日本美術の発見者たち 矢島新著 東京大学出版会 ２００３．６ 702.1/N71T/ 9110372690

和書 日本美術応援団 山下裕二著 小学館 ２０１６．１１ 702.1/Y44N/ 9110551770

和書 驚くべき日本美術 山下裕二著
集英社（発売）

集英社インターナショナル
２０１５．１０ 702.1/Y44O/ 9110538661

和書 超絶技巧美術館 山下裕二監修 美術出版社 ２０１３．１２ 702.16/C57B/ 9110504814

和書 日本美術の二〇世紀 山下裕二著 晶文社 ２００３．９ 721.02/Y44N/ 9110359704

和書 水墨画発見 山下裕二編 平凡社 ２００３．８ 721.3/SU51H/ 9110360643

いきものを描く

山下裕二氏の著作

虎と龍

江戸の絵画

障壁画について知る
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